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離島における死亡場所統計と今後の課題

発 表 者 田邊 翔太 （島根県：隠岐広域連合立隠岐病院）
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隠岐の島町は人口約１５，０００人、高齢化率３５％の

離島です。唯一の病院である隠岐病院１１５床と、

４診療所、４開業医院を有しています。訪問看

護事業を行う機関としては隠岐病院（看護師常

勤換算１．５人）、町営訪問看護ステーション（常

勤換算３人）、法人経営訪問看護ステーション（常

勤換算３人）があり、それぞれ独自に訪問看護

事業を展開しています。
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目的は、死亡場所統計から看取りの現状を把握

し、意見交換会を通して今後の課題を明らかに

することです。

方法は、実態調査として２０１２年の隠岐の島町の

総死亡者と死亡場所を調査し、自宅死亡例にお

ける主治医と訪問看護利用状況を調査しまし

た。また、悪性腫瘍に限定して（１）と同様の

解析を行いました。

これを受けて病院が主催する、施設・介護事業

所レベル、医療機関レベルでの意見交換会を開

催しました。
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全数調査では病院死亡５７％、施設死亡２０％、自

宅死亡１０％で、全国平均と比較して施設死亡が

多い結果でした。また、自宅死亡例の４０％が訪

問看護を利用しておらず、利用例のほとんどは

隠岐病院でした。
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悪性腫瘍に限定した解析では病院死亡７５％、施

設死亡２％、自宅死亡２２％で、全国平均と比較

して自宅死亡が多い結果でした。また、自宅死

亡例のほとんどが病院主治医・病院訪問看護を

利用していました。
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次に各医療機関との意見交換会を開催しまし

た。
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施設・介護事業所レベルでの意見交換会では、

医療機関の在宅医療に対する取り組みの違い、

住民の啓発不足、施設でのこれ以上の看取りが

困難であること、グループホームでは看取りが

出来るが支援体制が確立していないことが問題

として挙げられました。
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医療機関レベルでの意見交換会では、医療機関

同士の連携不足と病院の限界が問題となり、施

設・介護事業所レベルと同じ問題点として医療

機関の在宅医療に対する取り組みの違い、住民

の啓発不足が挙げられました。

以上の結果から、隠岐の島の問題点と今後の課

題について考察しています。
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地域住民の在宅／終末期医療に対する認知度が

低いという問題に対しては住民に対する啓発活

動として下記のような座談会・講演会を企画

し、今後も継続していく方針です。

１）病院主催の座談会（毎月各地区で開催）

テーマ「最期の過ごし方」

２）病院広報誌にて緩和ケアについて情報提供

３）隠岐の島町主催の住民講演会

２０１３年７月 演題「平穏死のすすめ」

医療機関で在宅医療に対する考え・方法が異な

るという問題に対しては、医療機関での情報共

有をするため地域医療連絡会議を開催しました。
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２つの公共訪問看護事業所が存在し偏りが生じ

ているという問題に対しては、効率化を考えて

訪問看護事業の統一が必要と思われます。

また、死亡者の絶対数が増加し看取り難民の増

加が予想される将来において、施設／病院では

これ以上の看取り受け入れは困難で、現行の体

制では対応出来ないという問題が生じくること

が予想されます。これに対してはグループホー
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エンゼルケア
～家族との関わり方、ケア方法の変更を試みて～

発 表 者 上原 ユミ （愛知県：東栄町国民健康保険東栄病院）

共同研究者 大木 朋代、長野 純子、原田 恵美

ムなどの居住系サービスにおける看取りを、訪

問看護事業を通じて支援していく体制の構築も

必要と考えます。
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まとめです。隠岐の島町では全国と比較し施設

死亡率が高く、悪性腫瘍の在宅看取りに関して

は自宅死亡率が高いという結果でした。

今後の課題として、住民への啓蒙、医療機関連

携、訪問看護ステーションの統一、居宅系サー

ビスでの看取り支援が挙げられます。
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はじめに

現在エンゼルケアは、ご家族をメインにしそ

の場面や、プロセスを重視した対応の御遺体で

はなく、人として接し、ご家族の意向にそえる

よう保清、身だしなみを整えることに重点を置

くようになっています。

当院でも一昨年エンゼルケアの方法を検討

し、新たなケア方法を施行してきました。そし

て帰宅後の遺体の変化を知ると共に、現状の方

法が家族の意向に添えていたか確認するため

に、ご家族にアンケート調査を依頼しました。

また、看護師へは、家族との関わり方、変更し

たケア方法を行ってみてどうであったかのアン

ケート調査を行いました。その結果をご報告し

ます。
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